
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

238,524,000

△ 38,296,357

1,231,955

2,945,863,111
-

2,945,863,111

228,960,984
-

3,648,006,227

-

5,892,369,840
1,940,482,518

資産合計 負債及び純資産合計 81,717,120,690

3,093,354,003
554,652,224

89,423,558

-

81,717,120,690

△ 15,735,402

純資産合計 52,123,219,387

600,983,094

70,760,208
56,815,728
13,944,480

239,028,880
4,621,834,844

△ 3,075,505,591

3,899,803,848
152,730,000

-
152,730,000

-
-

△ 51,195,206,814
-
-

475,746,472
△ 219,624,243
85,757,623,051

498,051,215 79,472,757,077
36,420,945,846 △ 27,349,537,690
1,363,378,500 -

- -
- 負債合計 29,593,901,303
-

- -
- 237,100,581
- 42,268,556

△ 1,082,617,647 71,977,370
- -
- -

30,751,271,650 1,315,513,205
△ 16,719,420,123 2,928,992,093

1,665,670,987 2,577,645,586

33,886,911,695 -
17,318,093,212 962,160,377
1,455,862,401 11,404,000

75,824,750,850 26,664,909,210
71,854,186,794 24,375,831,628

【様式第１号】

連結貸借対照表
(平成30年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト 29,709,821,747

605,271

28,945,352,965

685,612,940

69,089,426

-

10,371,687

605,271

-

765,074,053

-

2,698,601,473

117,842,353

1,298,414,215

812,154,338

486,259,877

17,517,195,673

179,575,778

5,921,329,995

2,331,011,265

1,397,186,664

2,193,130,917

1,149

745,639,158

236,315,058

32,238,031

477,086,069

20,333,639,499

6,734,966

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自  平成29年4月1日
至  平成30年3月31日

科目 金額

30,243,767,180

9,910,127,681

3,243,158,528

2,819,747,203

237,100,581



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 80,080,252,806 △ 27,281,675,654 -

純行政コスト（△） △ 29,709,821,747

財源 29,219,110,858 -

税収等 19,033,561,890

国県等補助金 10,185,548,968

本年度差額 △ 490,710,889 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 458,467,317 458,467,317

有形固定資産等の増加 1,946,784,814 △ 1,946,784,814

有形固定資産等の減少 △ 2,354,641,454 2,354,641,454

貸付金・基金等の増加 1,206,170,691 △ 1,206,170,691

貸付金・基金等の減少 △ 1,256,781,368 1,256,781,368

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 252,961,973

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 76,288,274 △ 14,380,400 -

その他 27,645,287 △ 21,238,064

本年度純資産変動額 △ 607,495,729 △ 67,862,036 -

本年度末純資産残高 79,472,757,077 △ 27,349,537,690 -

△ 490,710,889

-

-

6,407,223

△ 675,357,765

52,123,219,387

△ 252,961,973

61,907,874

-

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日

科目 合計

52,798,577,152

△ 29,709,821,747

29,219,110,858

19,033,561,890

10,185,548,968



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

前年度末資金残高 2,347,642,063

本年度末資金残高 1,898,213,962

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

878,940,481

-
2,167,478,607
2,167,478,607

-

28,586,000
-

24,138,777

2,621,229,546
2,621,229,546

1,060,523,419

873,610,563
-
-
-

2,719,647,339
1,846,036,776

1,940,482,518
42,268,556

△ 15,398,096
57,666,652

△ 453,750,939
△ 450,129,601

△ 875,319,143

1,844,328,196
731,080,000

701,500

18,936,175,071
6,392,481,968

818,242,543
333,965,730
688,100,427

20,333,639,499
17,517,195,673
2,698,601,473

117,842,353
26,480,865,312

2,487,487
3,062,147,424

236,315,058

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日

科目 金額

27,975,971,828
7,642,332,329
3,221,452,301
3,736,534,616

685,612,940

448,030,354


